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Q.現在の主な仕事は。私立学校を対象とする就学支援金や授業料軽減補助
などの申請に関する事務です。各学校とはオンラインで結ばれ、学校で入力された
生徒や保護者の情報に不備がないかをチェックし、問題がなければ手続きを進め
るという流れです。県の仕事はルーティンも多く、前例を踏襲しがちですが、日頃か
ら「もっと良い方法はないか」と考えるよう心掛けています。
Q.なぜ関西観光本部への派遣研修を希望したのか。県職員を続けていく
上で、一度は外に出て知見を広めたいと考えました。関西観光本部には民間企業か
らの出向者も多数いました。最も印象に残っているのは関西国際空港の連絡橋が
台風で破損した時、短期間で関西のPR動画を作り世界に発信したことです。あの
スピード感は体験したことがないものでした。もともと「地域を盛り上げたい」という
理由で県職員を志し、観光に関する業務に携わることもできたので、いつかは地域
振興や観光振興の仕事がしたいですね。

平成25年4月▶健康福祉部健康局疾病対策課難病係
　　27年4月▶神戸県民センター県民交流室総務防災課
　　30年4月▶（一財）関西観光本部
　　31年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。多様化・複雑化する行政課題に的確に対応できるよ
う、本庁をはじめ、県民局や県民センターなどの組織の改編を検討しています。各
部局から行政課題を解決するためにはどのような体制がふさわしいかをヒアリン
グし、次年度の組織改編を考えていきます。県の業務は多岐にわたり、各課が取り
組んでいる業務を把握するのは大変です。しかし、新たな発見も多く、県の業務全
般について勉強できる絶好の機会と捉えています。
Q.県職員として働く魅力は。多種多様な業務に従事できることです。雇用創
出に関する業務を皮切りに、豊岡農林水産振興事務所では林業分野の指導・許認
可業務に携わり、新行政課に移った最初の年はRPA導入などによる庁内業務の
効率化の推進や、県立施設のネーミングライツの民間企業への提案を担当しまし
た。いずれもやりがいのある仕事でした。県職員に向いているのは異動をいとわな
い人。どのような部署に配属されても前向きに取り組むことが求められます。

一般事務職
盛 瑛宏
企画県民部企画財政局
新行政課組織・事務改革班
（平成24年度採用）

平成24年4月▶産業労働部政策労働局しごと支援課緊急雇用創出係
　　26年4月▶豊岡農林水産振興事務所森林林業課
　　30年4月▶現所属

職 歴

一般事務職
井上 知美
企画県民部管理局
私学教育課私学教育班
（平成25年度採用）
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先輩職員からの言葉から探る

「県」の
仕事とは？

社会の動きを機微に捉えて
できるだけ早く県政に反映できる、
柔軟な発想と果敢な行動力のある人材を
求めています。

兵庫県は阪神・淡路大震災や頻発する風水害を乗り越え、そ
の経験や教訓を生かしながら、県民の力で着実に発展への
道を歩んできました。震災から25年を迎え、改めて安全・安
心の基盤づくりを推進するとともに、摂津、播磨、但馬、丹波、
淡路の五国それぞれが持つ多彩な魅力や資源を生かし、県
民とともにすこやかで幸せな兵庫をつくっていきます。

未来は「やってくるもの」ではなく、
「つくるもの」

■兵庫県が求める人材

■兵庫県が進めている施策（一例）

五国の資源を生かしたツーリズムの促進

行動力のある人

斬新な発想を
持った人

課題への対応力を
持った人責任感のある人

畜産業の生産力強化 基幹道路ネットワークの整備

放射光産業利用の推進 子育て環境の充実

行政サービスの
さらなる向上のため
効果的な組織づくりを。

外部派遣先での経験は
今後の仕事に生きる
貴重な財産に。

提供:理化学研究所
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Q.現在の主な仕事は。一言でいえば学校の「人・モノ・金・情報」を扱う仕事で
す。学校に届いたメールや郵便物の処理から1日が始まり、来校者の応対、出張旅
費の計算、校内設備の点検、備品の補充など多岐にわたります。特に気を使うのが
給与事務です。毎月、各教員の給与明細に目を通し、誤支給がないかをチェックし
ます。そのため各種手当の内容を熟知しておくことが求められます。
Q.仕事の難しいところは。年間予算の効果的な使い方です。毎月の光熱費や
施設維持費に加え、台風被害の修繕費など突然の出費が発生することも。月1回
の会議では教員から報告される課題に対し、予算内で解決できないかを考えま
す。習字の掲示物が破れやすいという悩みには、掲示用ホルダーの購入を提案し
全教室に配布しました。教員は日々さまざまな業務に追われています。学校という
1つのチームの一員として、教員が児童と向き合う時間を少しでも増やせるよう自
分ができることを考えています。

小中学校事務職 橋尾 由貴
三木市立自由が丘東小学校
（平成27年度採用）

平成27年4月▶三木市立東吉川小学校
　　30年4月▶現所属職 歴

Q.現在の主な仕事は。高校教育課は私を含む事務職4人以外、全員が県教育
委員会の指導主事です。指導主事は教員に対して専門的な助言や指導をする立場
にあります。例えば、教科書や学習指導要領の改訂に伴い指導方法が変更される
と、文部科学省から通知を受けた指導主事が、県内の教員に向けて研修会を開き
ます。事務職はこれら一連の動きで発生する費用を精査し、予算を要求します。ま
た、各校の取り組みや授業などにかかる経費の予算管理もしています。
Q.仕事をする上で心掛けていることは。直接生徒と関わる機会は少ないで
すが、自分の仕事の先には生徒がいることを常に意識しています。教員や指導主事
は教育の質をさらに良くしたいという熱意を持って、生徒と向き合っています。私た
ち事務職はその思いに応えられるようさまざまな面でサポートします。

教育事務職 澁川 奈苗
教育委員会事務局高校教育課管理班
（平成24年度採用）

平成24年4月▶芦屋特別支援学校
　　27年4月▶教育委員会事務局学事課学事班
　　29年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。国費で支払われる経費の審査と会計検査院への報告
です。警察経費のほとんどは県費で賄いますが、例えば警察学校や機動隊の維持
費など、法令により国費で賄うとされている経費があります。配属されてから日が浅
いので法令や規程など覚えることが多く、警察庁や会計検査院の講習にも参加しな
がらスキルアップに努めています。警察事務職は各種事務のほか、運転免許の交付
や鑑識課の指紋照合など活躍の場が広く、この先どのようなキャリアを積んでいけ
るのか自分でも楽しみです。
Q.印象に残っていることは。警察学校の研修では「警察官も事務職も警察組
織の一員である」と強く意識付けられました。研修後に配属された三木警察署では
総合受付を担当。来署される県民の大半は「警察署で勤務する全員が警察官」と
思われているようで、警察事務職員として適切な対応ができるよう日頃から準備し
ておくことが大切だと思いました。

警察事務職 笹井 俊男
県警察本部総務部会計課
（平成30年度採用）

平成30年4月▶三木警察署警務課
　　31年3月▶現所属職 歴

Q.現在の主な仕事は。多様化する医療ニーズに対応できるよう看護職
の資質向上や離職者の復帰支援について、県看護協会など関係機関と会
議を持ち、そこで出た意見を施策に反映させて予算化します。また、地域医
療構想の推進で在宅医療の需要が大きくなる中、訪問看護への期待はます
ます高まると予想されています。そこで、訪問看護ステーションに対し人件
費や設備導入費を補助して大規模化を支援する「在宅看護体制機能強化
事業」を推進しています。
Q.なぜ県の保健師を目指したのか。精神障害や難病、感染症など専
門的な保健業務に携われるからです。入庁から3年間勤務した明石健康福
祉事務所では「生活の根本は地域にある」を信条に、難病患者に適切な医
療サービスを提案しながら、日常生活をサポートしてきました。本庁に異動
した当初は自分に何ができるのかと思いましたが、施策立案には地域医療
の現状と課題を肌で感じた経験が大いに役立っています。

保健師
井上 莉沙
健康福祉部健康局
医務課医療人材確保班
（平成26年度採用）

平成26年4月▶明石健康福祉事務所地域保健課
　　29年4月▶現所属職 歴

Q.現在の主な仕事は。医師や看護師、薬剤師、管理栄養士などで構成
する栄養サポートチーム（NST）や生活習慣病センター、緩和ケアチームの
一員として、さまざまな疾患に応じた栄養治療に携わっています。チームで
定期的に開くカンファレンスでは、患者さんの栄養摂取量を評価し、過剰ま
たは不足している場合は適切な食事のメニューや量、点滴の薬剤の変更な
どを提案します。それによって検査結果や栄養状態が改善し、患者さんの状
態が良くなってくるとやりがいを感じます。
Q.印象に残っていることは。入庁5年目に「医療の質向上に貢献した」
と評価され、職員表彰を受けたことです。カンファレンスに参加し始めた頃
は専門用語が分からず、まるで外国語を聞いているようでした。チームの足
を引っ張らないよう病態や治療法について勉強を重ね、他の職種について
も理解を深めてきました。全力投球で取り組んできた努力が報われたと感
じましたね。

栄養士
遠藤 修史
加古川医療センター
栄養管理部栄養管理課
（平成25年度採用）

平成25年4月▶柏原病院総務部栄養指導課
　　31年4月▶現所属職 歴

警察組織の一員として
事務職の立場から
社会の安全に貢献。

地域医療に
携わった経験を
施策立案に生かす。

チーム医療への
参加で芽生えた
“医療人”の自覚。

将来の兵庫を担う
人づくりのため、
教育環境の充実に努める。

学校現場の
円滑な運営を
創意工夫で支える。
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Q.現在の主な仕事は。こども家庭センターは県の児童相談所で、家庭支援課で
は児童虐待の相談に対応することが多いです。警察や市町、学校から虐待の通告を
受け、場合によっては子どもを一時保護し、児童心理司らと連携しながら子どもに
とって最善の処遇を考えます。保護者と面接を重ねた結果、中長期的に親子関係を
調整した方がよいと判断されれば、施設入所などに関する手続きに入ります。
Q.仕事をする上で心掛けていることは。面接では質問の仕方や口調に気を
配り、相手が話しやすい雰囲気をつくることを心掛けています。つい責任の所在を
追及しがちですが、頭ごなしに「あなたが悪い」と言うと、相手は気分を害し、こちら
の意見を受け入れてくれなくなります。まず親としてできている部分を認めた上で、
「もう少しここを直せばいいのでは…」と話を掘り下げる。そうすることで保護者との
信頼関係が築かれ、保護者にも子どもにもベストな道が見つかると考えています。

児童福祉司 大槻 悠心
川西こども家庭センター家庭支援課
（平成23年度採用）

平成23年4月▶中央こども家庭センター一時保護所
　　27年4月▶豊岡こども家庭センター家庭・育成支援課
　　30年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。但馬牛と神戸ビーフのブランド強化の一環として、
2019年3月にオープンした「神戸ビーフ館」のPRに取り組んでいます。新規の展示
を考えたり、但馬牛と神戸ビーフに関する研修会で講師を担当したりと、家畜保健
衛生所から異動してきたばかりの私には全てが初体験。戸惑うことも多いですが、
兵庫県が誇るブランドビーフを国内外にしっかりアピールしていきたいです。
Q.公務員獣医師の存在意義とは。家畜保健衛生所に勤務して実感したの
は、公務員獣医師は畜産物の生産から消費までの全過程で必要とされる職種であ
り、活躍のフィールドがとても広いことです。例えば伝染病が発生した場合、発生
源がどこなのかを突き止め、拡散を防ぐ手立てを打てるのは獣医師の知識と経験
があればこそ。現在の仕事では獣医師免許がもったいないと思われるかもしれま
せんが、常に広い視点で畜産を見つめ、食の安全と安心を支えていることに誇りを
持っています。

獣医師
松倉 大樹
農政環境部農林水産局
畜産課肉用牛振興班
（平成28年度採用）

平成28年4月▶朝来家畜保健衛生所防疫課
　　31年4月▶現所属職 歴

Q.現在の主な仕事は。入院患者さん向けの薬剤と抗がん剤の調製に加え、1カ
月のうち2週間は小児病棟で薬剤管理指導に従事します。重篤患者には医師や看
護師、管理栄養士らとチームを編成し、意見を出し合いながら治療に取り組んでい
ます。「未来ある子どもを救いたい」との思いで、小児医療に携わることを希望しまし
た。薬が飲めない子に服用しやすい方法をアドバイスし、それにより症状が緩和さ
れ、本人や保護者の方から感謝の言葉をもらった時はやりがいを感じます。
Q.なぜ県職員を目指したのか。県立病院には5つの総合病院と5つの専門病
院があり、各病院の特色に応じてさまざまな経験を積めると考えました。特にこども
病院の存在が大きかったので、仕事をしながら小児薬物療法認定薬剤師の資格を
取得しました。近年は薬剤師の採用数が多く、どの病院も平均年齢が若く活気があ
ります。業務で分からないことや困ったことも年の近い先輩だと相談しやすいです
し、働きやすい環境だと思います。

薬剤師 門倉 史枝
尼崎総合医療センター薬剤部
（平成26年度採用）

平成26年4月▶塚口病院薬剤部
　　27年7月▶現所属職 歴

薬の専門家として
患者さんの治療に
貢献する。

畜産現場から一転。
今は神戸ビーフの
PRマンとして。

事実を知るため
保護者が話しやすい
雰囲気をつくる。

かつて保護した子どもの
成長した姿を見ると
心からうれしい。

Q.現在の主な仕事は。親に虐待された子どもや非行に至る子どもに対して、面
接や遊びを通して心の声に耳を傾け、心配事にはアドバイスを送り、心理検査など
で子どもや家庭の課題を査定し支援につなげます。こども家庭センターに配属され
るまでは、来談者へのカウンセリングといった“待ちの仕事”がメインだと思っていま
したが、実際は家庭で生活できない子どもを一時保護したり、自治体や児童福祉施
設など関係機関と支援方法を話し合ったりとアウトリーチの機会も多いです。
Q.一時保護した後の関わりは。児童福祉施設に入所した子どもとはイベント
などで顔を合わせますし、進学や就職など次のステージに進む時、家族関係に変化
が生じた時には、本人の意向を聞いて適切な支援を図ります。多感な年頃には、生
い立ちや性について話す場を設けることもあります。退所後も施設職員から「元気に
している」や「仕事を頑張っている」などと聞くと、とてもうれしい気持ちになります。

心理判定員 小谷 真也
西宮こども家庭センター育成支援課
（平成16年度採用）

職 歴

平成16年4月▶健康生活部福祉局児童課
　　18年4月▶中央こども家庭センター育成支援課
　　20年4月▶中央こども家庭センター洲本分室
　　22年4月▶中央こども家庭センター育成支援課
　　24年10月▶川西こども家庭センター家庭支援課
　　30年4月▶現所属

Q.現在の主な仕事は。昭和から続く播磨灘の水質調査を担当しています。月1
回、19の定点で水温などを測定し、水産技術センターで海水に含まれる栄養塩を
分析します。その結果をまとめ、センターのホームページにアップします。また、年に
数回は小学校で出前授業を開き、児童たちに県内の漁業や海の豊かさを紹介して
います。先日は干しダコ作り体験をしたところ、とても喜んでもらえました。
Q.なぜ水産職を目指したのか。幼少期から海と魚が大好きで、水産業の振
興をバックアップする仕事がしたいと思ったからです。大阪府出身ですが、水産職
に就くなら日本海と瀬戸内海に面した兵庫県で働く方が断然、魅力的に感じまし
た。洲本農林水産振興事務所に勤務していた頃は漁業者と接する機会が多く、「最
近は魚があまり獲れない」という声をよく聞きました。栄養塩の減少が原因の一つ
として考えられます。現在は調査する立場から解決の手立てを考え、水産業の発展
に貢献できればと強く思っています。

水産職
高倉 良太
農林水産技術総合センター
水産技術センター水産環境部
（平成26年度採用）

平成26年4月▶農林水産局水産課漁政班
　　28年4月▶洲本農林水産振興事務所水産課
　　31年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。廃棄物処理に関連して、大きく2つの業務を担当してい
ます。1つは交付金の申請に関する事務です。市町がごみ処理施設や汚水処理施設
を整備する際、国に交付金を申請し、認可されると県から市町に交付します。もう1
つは産業廃棄物排出事業者への指導です。環境整備課には毎日のように事業者か
ら廃棄物の処理についてさまざまな相談が寄せられます。それらに対し、廃棄物処
理法や各種リサイクル法などに基づき適切な回答をしています。
Q.仕事をする上で心掛けていることは。廃棄物処理の法令は改正が多く、
事業者に指導する立場として常にアンテナを張り巡らせています。現在はデスク
ワークが中心ですが、県民局にいた頃は河川調査や騒音測定もしていました。環境
科学職が担う全ての仕事は県内の環境保全につながります。「兵庫の環境を良くし
たい、守りたい」という熱意がある人と一緒に働ける日を心待ちにしています。

環境科学職
橋本 啓太
農政環境部環境管理局
環境整備課循環型社会推進班
（平成26年度採用）

平成26年4月▶西播磨県民局県民交流室環境第1課
　　29年4月▶農政環境部環境管理局環境整備課廃棄物適正処理班
　　31年4月▶現所属

職 歴

兵庫の海は資源の宝庫。
水産業の振興のために
調査、研究を続ける。

改正が目まぐるしい
法令を深く理解し
事業者に的確な指導を。
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Q.現在の主な仕事は。県立施設の空調設備と衛生設備の設計、積算、工事監
理です。自分で図面を引くこともありますが、複数の現場を掛け持ちしているので、
大規模な設計は外注し、上がってきたものをチェックします。月の半分ほどは建設
中の現場に出向き、作業責任者を交えながら進捗状況を確認します。梁と干渉して
ダクトを通せないといった、設計段階では見えなかった問題が判明し変更を余儀な
くされることもありますが、完成した施設でイベントが催され、県民の皆さんが楽し
まれている様子を見ると、頑張ってよかったと思います。
Q.東日本大震災後に派遣された宮城県での仕事は。県立施設の機械設備
の損傷具合を見て、修復に要する工程と期間を診断しました。国から適切な補助が
得られるかは自分のジャッジに懸かっていたので、強い責任感を持って臨みました。
「人の役に立ちたい」との思いで県職員を志望したので、被災地で働けたことは有意
義な経験となりました。

機械職
池田 泰
県土整備部住宅建築局
設備課機械設備班
（平成20年度採用）

平成20年4月▶県土整備部住宅建築局設備課
　　23年4月▶尼崎港管理事務所施設課
　　  ※11月～24年3月▶宮城県土木部設備課機械設備班に派遣
　　26年4月▶（公財）兵庫県まちづくり技術センター下水道事業部下水道管理課
　　29年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。県立施設の受変電設備や電灯設備、通信設備などの
設計、積算、工事監理です。常に複数の設計、工事を同時並行で進めていて、1つの
現場に月2、3回は足を運びます。新築よりも難しい工事が、庁舎や校舎など既存
施設の設備改修です。勤務中、授業中に工事をするので運営にできるだけ支障を
来さないよう工程を組みます。音を出してはいけないなど何かと制約が多いです
が、無事に終えた時の達成感は格別です。
Q.民間企業で働いていた頃との違いは。大学卒業後、民間企業での勤務を
経て県職員になりました。会社員時代は有給休暇がなかなか取れなかったので、
県も同じだろうと思っていましたが、実際は時間単位で柔軟に取得できることが意
外でした。保育園から子どもが熱を出したと連絡を受けた時も、終業時間までを有
休にして迎えに行きました。もちろん週休2日を確保でき、ワークライフバランスが
しっかりと取れています。

電気職
藤原 洋幸
県土整備部住宅建築局
設備課電気設備班
（平成20年度採用）

平成20年4月▶尼崎港管理事務所施設課
　　23年4月▶住宅供給公社住宅整備部改善維持課
　　26年4月▶県土整備部土木局下水道課経営管理班
　　27年4月▶県土整備部土木局下水道課電気設備班
　　29年4月▶近畿地方整備局情報通信技術課
　　30年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。空き家に入居される人にリフォーム代を補助する「空き
家活用支援事業」の担当として、窓口や電話での相談業務、申請者の審査などをし
ています。空き家の増加は地域の活力や安全性の低下を招くことにつながるため、
県としては力を入れている施策の一つです。古くても構造を補強すれば使える家は
多く、建築を学んできた立場からも大切にしてもらいたいという思いが強いです。
Q.これからチャレンジしたいことは。現在の業務から浮かんだのが、古民家
再生と空き家の価値向上に関する事業です。前者は古民家を改修してショップ経
営したい人への資金調達を支援できないかと考えています。後者は買い手のつか
ない空き家を隣接地とセットにするなどして、資産価値を高めて市場に流通させる
という取り組みです。実現するかどうかはともかく、課題を抽出して新しい施策の
立案に携われるのは行政マンの醍醐味だと思います。

建築職
海原 英正
県土整備部住宅建築局
住宅政策課住宅政策班
（平成24年度採用）

平成24年4月▶県土整備部まちづくり局都市政策課福祉のまちづくり係
　　26年4月▶阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課
　　29年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。道路保全課では道路の維持管理や防災対策に取り組
んでおり、私は橋梁の耐震補強と冬期の交通対策を担当しています。耐震補強は
大掛かりな工事になることが多く、河川の現場の場合は台風シーズンに作業を中
断するので、完了までに数年を要することも。着工前に現地の土木事務所から工法
や費用の報告を受け、事業の進行管理や予算の配分調整を行います。
Q.印象に残っていることは。光都土木事務所に配属され、平成21年に佐用町
で起きた水害の復旧事業に携わったことです。総仕上げに入っていた工事そのもの
よりも、河川改修の影響によって枯れてしまった井戸の補償などで一軒一軒に足を
運んだことが印象に残っています。もともと総合土木職を志したきっかけが、この水
害でした。当時は大学生で、テレビに映る痛ましい光景を見て災害に強いまちづく
りに取り組みたいと思いました。これからも初志貫徹の姿勢で仕事に臨みます。

総合土木職 鶴田 研二
県土整備部土木局道路保全課保全班
（平成23年度採用）

平成23年4月▼豊岡土木事務所河川砂防課
　　25年4月▼豊岡土木事務所道路第2課
　　26年4月▼光都土木事務所河川復興室
　　28年4月▼光都土木事務所復興事業課
　　29年4月▼現所属

職 歴

被災地での応援活動は
自分の技量が試される
貴重な経験に。

災害に強いまちづくりを。
仕事経験を積むにつれて
思いはより強く。

古い家を大切に。
業務を通して見えてきた
新しい事業のヒント。

既存施設の改修など
困難が多い工事ほど
達成感を感じる。

生産者とともに
兵庫県の農業振興に
全力で取り組む。

県産木材の
利用促進の視点から
森林のことを考える。

Q.現在の主な仕事は。県産木材の利用促進の一環として、住宅の新築やリ
フォームに県産木材を使ってもらえるよう工務店の会合で説明をしたり、住宅情報
誌に広告を出稿したり、産地見学ツアーでガイド役をしたりとPRに励んでいます。
入庁以来、林道開設や鳥獣害対策など現場一筋でしたので、スーツを着ての仕事
は戸惑うことも多々ありますが、県産木材利用の普及啓発業務を通して県の森林
保全に貢献していると実感できることにやりがいを感じます。
Q.なぜ林学職を目指したのか。大学で学んだ森林生態学の知識を生かせる
と考えたのと、兵庫県は広域で森林が多くダイナミックな仕事ができると思ったか
らです。入庁から6年間は但馬で勤務していました。林学職の魅力はさまざまな人と
さまざまな場所で森林に関わる仕事ができることです。県内各地を飛び回り、多く
の県民の皆さんと関わりたいというのが私の夢です。

林学職
土佐 達郎
農政環境部農林水産局
林務課木材利用班
（平成24年度採用）

平成24年4月▶朝来農林振興事務所林道建設課
　　27年4月▶豊岡農林水産振興事務所森林課
　　30年4月▶現所属

職 歴

Q.現在の主な仕事は。県産の主要野菜の生産振興に関する業務です。県内12
の産地で作付面積の拡大や生産量の増加といった5年先の目標を立て計画的な産
地育成に取り組んでおり、県や卸売市場、JAで構成する協議会を開き、計画が順調
に進んでいるかをチェックします。農作業の省力化や経営規模拡大を図るための農
機具導入費用の補助や、GAP（農業生産工程管理）推進の一環として生産者向け
の研修会を企画したりもしています。
Q.なぜ農学職を目指したのか。農学職は行政職員、普及指導員、試験研究員
に分かれ、興味を持ったのは普及指導員でした。大学のゼミ旅行で農場を見学した
時、普及指導員と農家が経営や産地の将来像について語り合う姿に感銘を受け、自
分も生産現場の最前線で仕事がしたいと思いました。入庁から6年間は北播磨と淡
路で普及指導員を務め、気候風土の異なる地域で多様な農業経営や産地育成に携
われることが兵庫県ならではの面白さだと学びました。

農学職
山本 真弓
農政環境部農林水産局
農産園芸課農産班
（平成22年度採用）

平成22年4月▶加西農業改良普及センター経営課
　　25年4月▶南淡路農業改良普及センター経営課
　　28年4月▶農政環境部農林水産局農業改良課普及活動支援班
　　31年4月▶現所属

職 歴

はり



神戸市内に勤務する行政職の初任給の例 （令和元年10月現在）

給 与

人事異動
・本人の希望や経験等を踏まえた人事配置が行われます。
・異動は3～4年程度のサイクルで、一般事務職は本庁と地方機関の両
方を経験させるため、最初に本庁に配属された場合は2年で地方機関
へ異動することになります。
・技術職の場合は本庁各課のほか、土木事務所、農林（水産）振興事務所
等でそれぞれの専門を生かした人事配置が行われます。
・さまざまな部署を経験することで、幅広い視野を身に付け、実務能力を
高めてもらいます。
・年1回、希望する職務分野やポストを申告する機会を設けているほか、
配属先の決定は家庭事情等も配慮されます。

勤務時間
原則としては月曜～金曜の完全週休2日制で、8：15～17：00、8：45
～17：30、9：00～17：45、9：30～18：15の4つから選択できます。

休 暇
年次有給休暇は1年間に20日（4月新規採用者は15日）あり、一定の日数
を繰り越すことができます。特別休暇（夏季〈5日間〉、結婚〈5日間〉、出産、
忌引など）があります。

健康管理
毎年、全職員対象の定期健康診断をはじめ、希望する職員には人間ドッグ
や各種検診を実施するなど健康管理に努め、健康で快適な職場環境づく
りに取り組んでいます。

■扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（平成30年度実績4.45
　月分）などの手当があります。
■通常の場合、年１回（１月１日）昇給します。

※経歴に応じて、上記の額に加算される場合があります。また、この額は給与改定に
よって変わる場合があります。
※地域手当の額は勤務地によって異なります。（支給割合は給料月額の9.4%～
4.4%（例：神戸市内は9.4%）

行政Ａ（大卒程度） 204,796円

行政Ｂ（高卒程度） 167,382円

資格免許職
197,685円（短大３卒）
224,051円（薬剤師）

（ 初任給（給料＋地域手当） ）
▼

（ 区 分 ）
▼

■　　　勤務条件　　　■

■　　　キャリアパス　　　■
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新任職員研修
県職員としての意識、心構えを確立するとともに、必要な基礎的知識を習
得するため、約13日間の講義、福祉施設での体験実習を実施しています。

派遣研修
多様な経験を通じて職員の資質向上を図り、県政に生かすため、省庁や民
間企業への派遣研修を実施しています。
【派遣先例】国の省庁、大学院、海外（英国など）、企業（オリックスなど）

階層別研修・特別研修
各階層での定期的な研修のほか、専門的なスキルの習得をサポートする
政策形成研修、法務研修、女性リーダー育成研修なども実施しています。

研修制度

ワークライフバランス
男女が共に働きやすく、また、仕事と育児、介護等を両立しやすい職場づく
りに向けた取り組みを進めています。

出産予定日以前８週間から出産後８週間
までの期間内で取得できます。産前産後休暇（産休）

妻の出産に係る入院または退院の際の付
き添い、出産時の付き添い等のために３日
以内で取得できます。※取得率：98.1％

配偶者の出産補助休暇

育児休業（育休） 子が３歳になるまで休業できます。
※取得率：男性5.6％、女性100％

子が小学校に入学するまでの間、１日につ
き２時間まで部分休業できます。育児部分休業

子が小学校に入学するまでの間、勤務時
間を短縮できます。育児短時間勤務

義務教育終了前の子の看護、健康診断等
への付き添い、入・卒業式や授業参観への
出席などの場合に、年５日取得できます。

子育て支援休暇
（子の看護休暇）

中学校就学までの子を養育する職員のう
ち、本庁で勤務する職員が実施できます。在宅勤務

小学校修了前の子を養育する職員等のう
ち、本庁で勤務する職員が実施でき、勤務
時間を柔軟に割り振ることができます。

フレックスタイム制

産前産後の期間（出産予定日の8週間前
から出産の日後8週間）に妻の出産時に子
（小学校就学前）を養育するために5日以
内で取得できます。※取得率:72.2%

男性職員の
育児参加のための休暇

（ 内容・期間等 ）
▼

（ 制 度 ）
▼

あらゆる分野で県民を支える

各職種の主な業務内容
予算、経理といった内部的なものから、県税の賦課
徴収、用地交渉、ケースワーカーなど対外的なもの
まで幅広く、分野も商工業や農林水産業の振興、災
害・防災対策や保健福祉など多種多様です。

■
一般事務職

県民の安全と安心を守る

警察職員の給与や福利厚生、警察活動に必要な物
品の購入や管理、落とし物に関する事務など、警察
活動をサポートする多種多様な事務に従事し、警察
官と連携して安全で住みよい地域社会の実現に努
めます。

■
警察事務職

子どもたちの学びを支える

教育行政施策の推進や教育の発展・振興のための
事務に従事するほか、県立学校では経理、教職員の
給与や福利厚生、施設管理など、学校運営全般にわ
たって事務を行い、地域に信頼される魅力ある学校
づくりに取り組みます。

■
教育事務職

市・町・組合立小中学校等において、教職員の給与
事務、旅費、福利厚生、備品購入などの事務を通し
て、児童・生徒や教員が授業に専念できる教育環境
の整備を行います。

■
小中学校
事務職

県民の健康を支える

健康福祉事務所では健康づくり、母子保健などの保
健サービスを提供するとともに、地域特性に即した
保健対策を展開するための調査・研究などを行いま
す。本庁では地域保健施策の企画や全県的な調査
研究などを行います。

■
保健師

県立病院では患者の栄養状態を評価した食事の提
供や患者への栄養指導を行います。健康福祉事務
所では栄養指導や給食施設指導などを行います。本
庁では栄養・食育施策の企画や調査研究などを行
います。

■
栄養士

県立病院では調剤や服薬指導業務のほか、チーム
医療にも参画します。健康福祉事務所では薬局・医
薬品販売業、飲食店等の許認可・監視指導業務を
行います。本庁では医薬品製造販売業等の許認可・
監視指導業務などを行います。

■
薬剤師

こども家庭センターでは児童虐待や子どもの養育、
非行、発達等に関する相談に応じ、専門職員と連携
して効果的な援助を行います。本庁では、全県的な
視点から児童福祉等の企画立案などの業務を行い
ます。

■
児童福祉司

こども家庭センター等で専門職員と連携しながら、
問題を抱える子どもに対し、カウンセリングなどを通
して課題解決に向けた支援を行います。

■
心理判定員

【衛生関係】食品施設に対する科学的監視や食品・食肉の検査、住まいや水道の衛生指導、動物愛護思想や適正飼養の普及啓発な
ど獣医師の専門技術を生かした多様な業務を行います。
【農林関係】畜産農家に対する衛生指導、家畜の検査及び病性鑑定のほか、但馬牛・乳用牛等の改良や飼養管理に関する試験研究
など、畜産を総合的に振興する業務を行います。

■
獣医師

豊かな自然と農林水産業を支える

農業・畜産業振興施策を企画立案し推進するほ
か、新技術の開発や新品種の育成、生産方式の改
善などを研究します。また、新技術の普及、産地の
強化や担い手の育成などに取り組みます。

■
農学職

林業や木材産業の振興、森林の整備・保全、山地
災害に備える治山対策、野生動物の保護管理など
に取り組むほか、県産木材の利用促進、自然災害
に強い森づくりなど森林資源を育成・保全するた
めの研究を行います。

■
林学職

漁場整備、栽培漁業の推進、資源管理や漁村地域
の活力向上など、水産業の振興施策に取り組むほ
か、海洋環境や水産資源の調査、増養殖技術や加
工技術の開発・指導など、水産業を支える総合的
な研究を行います。

■
水産職

本庁では水環境保全や廃棄物対策等に関する全
県的な施策の企画立案業務などに従事します。県
民局等では工場排水やばい煙等に関する立ち入り
検査や廃棄物の許認可・指導などに従事します。

■
環境科学職

県民の暮らしの基盤を支える

【土木】自然災害に備え、日常生活や地域を支える
道路、河川、港湾、砂防などの社会基盤施設の企画、
調査、工事の設計・監理、維持管理などを行います。
【農業土木】農地の区画整理、農道や用排水施設、
ため池等の整備・保全などに取り組みます。また、
農地や農業用水等を地域ぐるみで保全する活動を
支援します。

■
総合土木職

まちづくりに関する条例や基本方針等の策定、住
宅・住環境施策の企画立案、田舎暮らし支援、建
築確認審査、開発許可、学校や病院などの公共施
設の設計、工事監理などの業務を行います。

■
建築職

庁舎、学校、病院等の公共建築物や県営住宅、下水
道施設の空気調和設備や給排水設備、ガス設備等
にかかる設計、工事監理、維持管理を行います。

■
機械職

庁舎、学校、病院等の公共建築物や県営住宅、下
水道施設の受変電設備や照明設備、通信情報設
備、昇降機設備等にかかる設計、工事監理、維持
管理を行います。

■
電気職

年次休暇平均取得日数…11.7日
月平均超過勤務時間……11.6時間
女性管理職数……………本庁課長相当職以上11.9％
　　　　　　　　　　　（平成31年4月）
　　　　　　　　　　　※目標：15.0％（令和2年4月）

参考
データ

※は平成30年度実績（対象職員に占める割合）



■お問い合わせ先

兵庫県人事委員会事務局
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県人事委員会事務局任用課任用班
TEL.078-362-9349  FAX.078-362-3934  Mail：shokusai@pref.hyogo.lg.jp

01人P02-072A4

◀職員紹介動画配信中！
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